
この特別委員会では、これまで５回の審議と現地
調査等を行い、①世界に向けた本県の魅力発信、
②ｷｬﾝﾌﾟ誘致に係る市町への支援、③ｲﾝﾌﾗ整備、
④観光・地域おこし、⑤教育とｽﾎﾟｰﾂ振興の在り方、
⑥ｽﾎﾟｰﾂ産業への支援、⑦ﾚｶﾞｼｰ、⑧大会成功に
向けた取組、の８項目について提言をまとめ、議長
報告をしたのち今議会に提出、本議会最終日に全
会一致で議決されました。

和田とくお
静岡県議会議員 県政報告「やまぶきNo２０」

議会２月定例会

企画くらし環境委員会 大規模ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ対策特別委員会

企画くらし環境委員会では、Ｈ
２８年度新設する知事直轄組織
（地域外交監、地域外交局）に
ついての狙いや期待する効果、
伊豆半島地域の生涯活躍のま
ち（日本版ＣＣＲＣ）構想の進め
方、環境衛生研究所の移転理
由と移転先、住宅の耐震化につ
いての取組（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄＴＯＫＡＩ
－０）等について質疑しました。

平成2８年４月発刊

平成２７年度の静岡県を振り返ると、何といっても２０１９年開催のラグビーの
ワールドカップと、その翌年開催の東京オリンピック・パラリンピックの開催地の
一つとして、静岡県が選ばれたことでしょう。世界規模のスポーツイベントが、

２年続けて静岡県で開催されるという機会は、今後ないと言っても過言でない位のビックニュースでした。
県政では、知事の県都構想、東静岡駅付近の開発や静岡市内御幸通り景観問題等における静岡市長と
の確執とも取れるような発言、富士山世界遺産センターや静岡空港増築設計問題、更に浜松の県営野球
場建設問題等、知事のやや強引とも取れる行政運営が目に付いた１年間でした。
平成２８年度は、危惧される巨大地震への備えや待ったなしの少子化対策、そして来たるべき世界規模
のスポーツイベントへの準備とその経済的な活用法等が焦点事業となるでしょう。
今後も当地域の発展に係わる事業の推進に、全力を挙げて取り組みたいと思っています。

２月定例議会は、２月２２日～３月１７日の間開催、今議会では、平成
２８年度一般会計予算１兆２４００億円余及び２月の補正予算案ほかの
議案等を審議しました。今議会では、県政史上初となる当初予算の修
正案（浜松市の新野球場整備費用の減額修正）が、賛成４８、反対２０
で可決されました。私達自民党会派を含む４８名が、この修正案に賛
成した大きな理由は、①コンセンサスが取れていない、②防災機能に
ついても浜松市との調整ができていない、③費用が膨らむ、他です。

反対した
民主党系議員

県議会最終本会議での起立採決風景

２月定例会本会議
一般質問風景

２月定例会本会議
一般質問再質問

最後の委員会

議長への報告



生活道路の速度を３０Ｋｍに制限する
「ゾーン３０」、自発光反射材着用を呼
びかける「ピカッと作戦」、運転者の安
全意識を高める「早めのライトオン」等
を通じ、一丸となって取り組む。

富士山火山防災対策についての、県の今
後の対応について

県議会２月定例会一般質問に登壇

県当局（知事等）の答弁要旨質 問 要 旨

産科医療、小児医療の確保について

市町における、災害時の広域連携について

北駿地域における水田整備の今後の展開
について

新東名御殿場ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ以東の区間、並び
に現在事業中の（仮称）新東名御殿場ｲﾝﾀｰ
ﾁｪﾝｼﾞへのアクセス道路の事業進捗状況と県
の取り組みについて
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７項目について、県の姿勢を質す！

新東名高速道路については、用地取得率８割、工事着手率
６割、Ｒ１３８号バイパスは、用地取得率８割強、県道仁杉柴怒
田線は用地取得率９割、Ｒ４６９号バイパスは次年度から用地
買収に着手、概ね計画通り進捗している。

巨大地震等の発生時には、協定締結先の自治体から様々
な支援が迅速かつ円滑に実施されることができることから大変
有効な方法であるとの認識のもと、県として協定の締結を促進
する。

医学就学研修資金の効果的な活用、産科・小児科医療に
関する情報提供等による医師の確保、県内医師の勤務環境
改善に取り組む病院への積極的支援等により、地域の周産
期医療体制の充実を図る。

次年度、噴火時の広域避難に関する連携を確認するための
図上訓練を計画、更に住民向け火山防災マップの作成を支
援、登山者向けには、情報伝達訓練を反復しつつ、防災対策
を一層強化する。

現在までに、６地区４２１ｈａのほ場整備が完了、現在は高根
西部塚原地区など５地区２２４ｈａ、新たに中清水など２地区を
計画、将来的には、全体で１３地区、約７５０ｈａの優良農地を
確保する見込み。

東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向け、事前合宿地の誘致に積極
的に取り組むが、特に馬術センターについては、県としても強
化拠点にふさわしい施設として認識しており、施設の充実につ
いて積極的に取り組む。

7

「警備対策委員会」を設置し、県警一丸となって取り組んで
いるが、「見せる警戒」を含め、県民の理解と協力を得ながら

「官民一体となったテロ対策」を更に推進し、未然防止に努め
る。

スポーツ施設を活用した、東部地域の活性
化について

伊勢志摩サミット開催に伴う、県警のテロ対
策への取り組みについて



１月２８日、東部選出の自民会派県
議有志で、東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
の自転車競技開催地となる伊豆市の
ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰを訪れ、丁度開催

中の自転車ｱｼﾞｱ選手権大会も
研修し、大会運営や競技会場
及び移動経路等のインフラ整
備を含めた今後の課題につい
て知見を得ることができました。

２月２３日、袋井ロータリークラ
ブの例会で、日本周辺の軍事
情勢、防衛法制等について時
局講演を行いました。

Ｈ２８年度の新規事業として、東部地域の児童発達支
援センター等の職員を養成する費用として５００万円が認
められました。前回号でお知らせした、本年５月頃を目途
に「今後の発達障害者支援の在り方を取りまとめる」との
予定については、変更ありません。

1月2１日、自民党の土地改良議連で、浜松市内の三
方原用水、浜名放流工、馬込川河口等を、浜松土地
改良区用水管理事務所の案内で研修し、都市化に伴
う農業水利に関する知見を広めることができました。

２月１５日～１６日、県
東部有志の県会議員
７名で、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ等を契
機とした観光誘客手段
の一方法として、過去東北（会津若松、
仙台）で実施された実績のあるＤＣｷｬﾝ
ﾍﾟｰﾝ（ＪＲと自治体、観光業者等が協働
して実施する大型観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ）の実
態、取り組み状況、その経済効果等に
ついて研修し、今後、事業推進をする
場合の資を得ることができました。

２月、タイとの富士山静岡空港定期便就航についての要
望と静岡県内企業の海外進出の現況を確認するため、タイ
政府観光庁、丸善フード緑茶工場、旭陽工業タイランド第２
工場、タイ・ヤマハ・モーターを訪問しました。県は、２０１３年
タイとの間に「観光振興策の相互協力に関する趣意書」を交
しており、日本からタイへの訪問客数は中国に次いで２位、
今後とも観光や企業進出へのニーズは高まりそうです。

（３月５日）

発達障害支援議連会同袋井ロータリークラブで講演

１月１９日、企画くらし環境委員会の県
内視察で、静岡ｶﾞｽｴﾈﾘｱｼｮｰﾙ-ﾑ柿田
川、富士通沼津工場、明電舎沼津事業
所を訪れ、省エネ、エ
コ関連事業に取り組
む企業の現状を研
修してきました。

ＤＣｷｬﾝﾍﾟｰﾝの取組み研修

嘉義県議会
本会議場

企画・くらし環境委員会県内視
察

伊豆サイクルセンター研修

静岡県内進出企業訪問等(タイ)

自民党土地改良議連県内視察

タイ ヤマハ マルゼンフード 緑茶工場

会津若松市役所

宮城県庁 明電舎沼津事業所 富士通沼津工場

三方原用水

ベロドローム

ベロドローム

タイ政府観光庁
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中国の行動もかなり強引と言えますが、
このところの北朝鮮の一連の挑発的行動

は、常軌を逸しているとしか言いようがありません。
国の数だけ正義があるとは言
われますが、国際的な協調をし
ない国が、現実に日本のお隣に
存在することだけは確かで、「平
和を愛する諸国民の公正と信
義に信頼して」と憲法前文に
は書かれていても、この現実
を無視した国の安全保障論議は、
空論でしかないと思います。
右のグラフは、日本とその周辺国の陸上兵力の比
較です。このグラフを見て、日本が軍事大国だと言
う人はいないのではないでしょうか。国の安全は願
えば叶うのではなく、努力して備えなければ、事が
起こってからでは遅いのです。防衛法制の撤廃を声
高に言う人達は、どのようにして国の安全を保持しよ
うと考えているのか、私には理解できません。

御殿場IC

金太郎そば

駐車場内

旧１３８号

和田とくお事務所

政務調査活動報告

期間内の主な活動

雑感

静岡県議会議員 和田とくお事務所ご案内
〒４１２－００２５ 御殿場市二の岡１－４－８

Tel : 0550-84-2590 FAX ： ０５５０-７０-７３６６
メール：wada@ca.thn.ne.jp
※自民改革会議ホームページ（ http://www.jimin-kk.com）も併せてご覧ください。

ご意見、ご要望をお待ちしています。

4日 　小山町賀詞交歓会
５日 　政調勉強会、自民党県議団新年会
６日 　御殿場農協新年会
７日 　滝ｹ原駐屯地賀詞交歓会、市経済交流交歓会
８日 　富士学校成人式
９日 　ＰＫＯ壮行会、小山町消防出初、隊友会新年会
１０日 　御殿場市消防出初式、市成人式
１２日 　県建設業団体賀詞
１４日 　大規模ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ対策特別委員会
１７日 　小山町駅伝大会開会式
１８日 　岩井参議との意見交換会
１９日 　常任委員会県内視察、ＪＣ賀詞、行政書士賀詞
２０日 　小山町商工会賀詞
２１日 　県医師会決起大会
２２日 　小山町観光協会賀詞、団交友会賀詞交歓会
２４日 　御殿場市議選挙告示
２５日 　Ｈ２８予算ヒアリング
２７日 　北方領土返還要求大会
２８日 　政務調査(ﾍﾞﾛﾄﾞﾛｰﾑ、自転車ｱｼﾞｱ選手権大会)
２９日 　議員総会、佐藤、宇都参議意見交換(東京)

１日 　議員総会、Ｈ２８予算知事折衝
２～６日 　海外視察（タイ）

６日 　市体協６０周年記念行事
９日 　２月議会説明会、議員総会及び勉強会
１０日 　土地改良議連視察(県内)
１１日 　御殿場市表彰式
１２日 　橋本参議意見交換(オリンピック準備)、空手連盟新年会
１３日 　富岳保育園発表会

１５～１６日 　ＤＣｷｬﾝﾍﾟｰﾝ県外視察（福島・宮城）
１８日 　質問ﾚｸﾁｬｰ、東部宅建協会意見交換会
２１日 　県東部銃剣道大会
２２日 　２月定例県議会(初日)
２３日 　袋井ﾛｰﾀﾘｰクラブで時局講演
２５日 　政務調査(東部農林)、５支部役員会
２６日 　２月定例県議会(２日目・代表質問)
２７日 　ＦＳ定期演奏会
２８日 　入隊激励会、手塚祝勝会
２９日 　２月定例議会（代表質問、一般質問）

１～４日 　２月定例議会（一般質問）
5日 　小山町行政発表会
６日 　富岳太鼓、自民裾野支部大会

８～９日 　企画くらし環境委員会
１０日 　県庁で政務調査、沼津地本歓送迎会
１１日 　防衛議連研修事前調整、中央山吹会
１３日 　県銃剣道理事会、慰霊祭、西区総会、小山自民大会
１４日 　政務調査
１６日 　県庁にて二三会総会
１７日 　２月定例議会（最終日）
１８日 　西中、玉穂小卒業式
１９日 　神山こども園落成式、市婦人会連合会総会
２０日 　玉穂地区慰霊祭
２２日 　岸信介生誕120周年植樹祭
２３日 　ｵﾘ･ﾊﾟﾗ合宿誘致準備会
２６日 　富岳卒園式、菜の花こども園完成式、長泉自民大会
２９日 　県庁にて政務調査
３０日 　ｻﾝﾌﾛﾝﾄ21東部首長・県議合同会

１月

２月

３月

万人

Ｈ２７
防衛白書

御殿場市消防出初

小山町消防出初

自衛隊入隊予定者激励会

市成人式

北方領土返還要求県民大会

岸信介生誕１２０年
記念植樹祭


